
店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

相原薬局 御成町3丁目7-67 42-0293 薬品販売

赤から　大館店 中道1-7-12 44-6262 焼肉店・居酒屋

㈱明慶商店 比内町扇田字南扇田82 ５５－０７３１ 荒物・雑貨販売・ＬＰガス販売

明石畳店 比内町扇田字白砂151 ５５－０３５２ 新畳・表替・裏返・修理販売

㈲明祝商事 大館市比内町扇田字下扇田22-1 0186-55-0435 水道工事業

秋田犬の里　お土産コーナー 御成町1-13-1 42-4360 お土産品等の小売販売

秋田エネシス㈱ 観音堂601 59-4771 ガス灯油販売他

あきたさくら 大町23 42-1818 飲食店

秋田日産自動車㈱大館店 根下戸新町19-71 42-2323 自動車販売及び整備等

㈱秋田旅行センター 大館店 御成町3丁目6-31 42-3306 旅行業

㈱あきた六次会 釈迦内字家下9-8 59-4546 食品加工商品販売

サンデーホームマート比内店 大館市比内町扇田字長岡下13-1 0186-45-4171 ホームセンター

アスビ―ファム　新大館店 大田面238 44-6525 靴販売

㈲アバ・フローリスト 御成町2丁目1-1 42-5587 生花販売・配達

アベイル大館店 大田面40 44-4130 衣類品等の販売

㈲安部工務店 餅田2丁目5-11 42-3318 一般建築業

㈲安部自動車整備工業 餅田1丁目1-9 49-2921 自動車整備・板金塗装・新車・中古車販売

アマリリス　しんこや 常盤木町2-4 49-1255 菓子製造販売・喫茶

アンゼン設備㈱ 柄沢字長橋11-3 42-5411 建設管工事業、住宅リフォーム工事他

e・p・m 片山町3丁目6-26 49-0040 婦人服小売業

イエローハット大館店 根下戸新町８－２７ 45-1680 カー用品小売

イオンスーパーセンター大館店 大田面238 44-6800 スーパーマーケット

石垣美容室 比内町扇田字下扇田50 ５５－０４６１ 美容

石田精光舎 新町17 42-0339 葬祭業、仏具販売

伊藤商店 早口字上野38-3 ５４－２７１５ 酒・食品・灯油・建材販売

㈱イトウビルド 土飛山下26-1 42-4545
住宅新築・リフォーム・
修繕

いとく大館ショッピングセンター 御成町3丁目7-58 49-1717 スーパーマーケット

いとく大館東店 東台2丁目1-9 44-4400 スーパーマーケット

いとく片山店 片山町2丁目4-1 44-8200 スーパーマーケット

いとく樹海店 字大田面19 44-5522 スーパーマーケット

いとく比内店 比内町扇田字中扇田41 55-3311 スーパーマーケット

今清酒店 大館市比内町扇田字扇田43-4 0186-55-0123 酒類小売販売

衣料品　さくらだ 釈迦内字稲荷山下87-16 090-7667-8805 衣料品販売
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

エッセンス 桂城53-1 49-8031 婦人服販売

ENEOSグローブエナジー㈱秋田支店 川口上野89-2 49-4028 ガス・石油

えのぐ屋 新町61-2 43-4083 画材販売

日乃出写真館 大館市比内町扇田字南扇田39-10 0186-55-0136 写真業

大樹商店 釈迦内山神台37-12 48-3001 ガソリンスタンド

大阪屋化粧品、衣料店 御成町1丁目10-5 43-3727 資生堂化粧品販売・衣料品・有料駐車場

大館　馬太郎 釈迦内字中台62-1 48-6505 惣菜販売

㈱大館工芸社 釈迦内字家後29-15 48-7700 曲物・杉工芸品製造販売

大館珈琲館 観音堂433-6 49-7727 喫茶・豆販売

㈱大館自動車部品商会 根下戸新町19-59 42-1086
各種自動車部品・用品・工具・タイヤ・アルミ
ホイール、オイル等販売

大館タクシー 字新町23-3 42-3411 タクシー

㈱大館べにや 御成町2丁目6-3 49-0518 婦人服販売

大館ヤクルト販売㈱ 岩瀬字谷地の平4-52 54-3551 乳製品、化粧品販売

大館ヤクルト販売㈱　東台センター 東台1丁目14-1 49-7144 乳製品、化粧品販売

大館矢立ハイツ 長走字陣場311 51-2311 旅館業

オートバックス大館中央 餅田１－７－２５ 49-3101 カー用品小売

小笠原運転代行社 有浦5ー4-9 42-3514 運転代行業

小笠原精肉店 御成町3丁目3-5 42-1127 精肉店

ダイハツショップ田代 大館市岩瀬字谷内の平4-39 0186-54-3724 自動車修理

お菓子のひぐち 大館21-4 42-0685 菓子製造販売

㈱OGURA 大館市比内町扇田字倉下5-1 0186-55-3090 製粉業

お好み焼道とん堀　　大館店 餌釣字前田1　アクロスショッピングプラザ内 49-8500 ファミリーレストラン

おしゃれサロン　サイトウ 御成町2丁目10-16 42-1313 理美容業

御成座 御成町1町目11-22 59-4974 映画館

小貫自動車整備工場 大館市比内町扇田字山崎28-2 0186-55-0417 自動車整備

オバタ質店 幸町2-6 42-0990 古物商（時計・バッグ・宝飾品等）

トレーニングピットひない 秋田県大館市清水4丁目4-34 0186-42-6695 トレーニングジム

カーコンシェル車楽 有浦1丁目5-26 59-4190 カー用品販売・取付

加賀コーヒー店 大館86-1 49-2477 コーヒー豆・器具販売

カサミデンキ 大館市早口字深沢岱5-64 0186-54-2212

カジハタデンキ 柄沢字狐台2-35 42-2702 家電販売

カスガ堂 中町2 42-0058
印章、ゴム印、表札、
ＤＰＥ

かつ重と讃岐うどん　島田屋 有浦2丁目70-1 42-0659 かつ重と讃岐うどん他

㈱加藤組 大館40 42-0545 建築一式業

カトウ時計店 御成町2丁目5-8 42-0793 時計・メガネ・宝飾・小売り・修理
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

カネナオ 大町69 42-0405 バック、カバン、雑貨の小売

㈱嘉納 片山町2丁目2-16 42-0573 塗料全般・塗装機器等卸売販売

㈲カマヤ薬局 常盤木町2-3 42-0406 薬　局

(有)カメラの新星堂 中町3 42-0633 写真・カメラ

ガレージＡＭC 釈迦内字山神台15-8 45-2266 カー用品販売・取付・自動車整備・車検

ガレージ・プラスワン 片山町1丁目5-2 45-0608 カー用品販売

㈲木次谷設備 葛原字屋布後66-1 52-3126 水道工事・リホーム工事他

木次谷塗装店 豊町7-33 43-9243 住宅屋根塗装・外壁塗装工事

北星ボウル　アネックス 観音堂304 49-1155 ボウリング場

キッチンカーザ　カナザワ 豊町9-57 42-5565
食器各種・料理道具・贈り物・ｲﾝﾃﾘｱ・輸入
雑貨等

キトク酒店 字大館18-4 42-4352 酒類小売

きはち らくはち 中道2丁目68 43-5999 飲食店・居酒屋

木村写真館 新町28 42-1018 営業写真館

牛角　大館店 大町91-1 45-1129 焼肉店

共栄電機 池内字中台105 42-2721 家電販売

㈱協和自動車整備工場 根下戸新町19-59 42-2617 各種自動車　車検整備及一般整備

くいものや樽八 馬喰町15　平喜ビル1階 42-0075 居酒屋

串ダイニングおいちい 字中町45-1 49-0856 飲食業

薬のアイハラ 馬喰町47 49-7164 医薬品販売

くすりの髙堂谷 比内町扇田字南扇田24-1 ５５－００２３ 医薬品販売

くどう塗装 出川字上屋布岱36 49-6885 塗装業（屋根・外壁の塗装）

工藤米治商店　大館西給油所 根下戸新町1-60 42-3149 ガソリンスタンド

工藤米治商店　大館東給油所 常盤木町11-30 49-4076 ガソリンスタンド

工藤米治商店　セルフ大館南 小館花字萩野台8-1 49-2455 ガソリンスタンド

工藤米治商店　ハチ公給油所 二井田字菖蒲沼208 42-8500 ガソリンスタンド

工藤米治商店　本社 常盤木町8-9 49-3311 燃料油販売・LPG・住宅設備・情報機器販売

㈱工藤塗装 大館市早口字深沢岱36-53 0186-54-3321 住宅、外壁塗装

熊谷施設工業㈱ 水門町4-2 43-5537 管工事業

ケーズデンキ大館店 清水2丁目2-70 43-3311 家電販売

㈲ケーテック 花岡町字七ﾂ館14-3 47-1211 電気・電気通信工事業

古家燃料㈱ 御成町1丁目18-1 42-2426
管工事（給排水衛生・空調・暖冷房他）　燃
料販売（ＬＰガス・灯油）

キュララ大館店 大館市大田面238イオンSC大館店内 0186-44-5562 雑貨小売

㈱幸楽苑　大館店 片山町2-4-3 44-5110 ラーメン店

小松酒店 大館市比内町扇田字中島本道端20-4 0186-55-0205 酒類小売販売

小間屋明照堂 早口字上野42-1 ５４－２１０６ 菓子製造販売
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

㈱コメリ　パワー大館店 柄沢字小柄沢191 45-1370 ホームセンター

ザ・ビック釈迦内店 釈迦内字稲荷山下294 45-2311 スーパーマーケット

ザ・ビック大館西店 根下戸新町１９－８３ 49-1539 スーパーマーケット

ザ・ビック大館南店 餌釣字前田２００ 49-8820 スーパーマーケット

サーティワンアイスクリーム　イオンスーパーセンター大館店 大田面238 43-2731 アイスクリーム販売

ヘアーサロンさいかわ 大館市比内町扇田字扇田白砂95-4 0186-55-0198 理容業

サイクルショップ あぶとく 常盤木町2-15 42-0848 自転車店

㈱斎作呉服店 中町48-3 42-0066 呉服・婦人服・ギフト販売

㈱さくら観光 釈迦内字山神台15-1 48-2332 バス・タクシー

さくら理容館 字桜町南38-13 42-9347 理容業

酒のプロショップ　オオモリ 花岡町字前田150-5 ４６－１０３３ 酒・食品販売

㈲佐々木こうじ店 南神明町2-48 42-0693 糀・味噌製造販売

㈲佐藤祥雲堂 御成町4丁目1-14 42-0679 室内装飾業、美術品販売

㈲佐藤スタンド　ＪＸエネルギー大館西ＳＳ 根下戸新町15-38 42-5665 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　有浦給油所 有浦4丁目9-27 49-1781 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　川口給油所 川口字大人沢2-2 49-4915 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　城南給油所 部垂町20 42-9320 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　比内給油所 比内町扇田字新長岡30 55-3875 ガソリンスタンド

佐藤表具店・佐藤美容室 早口字深沢岱39-56 ５４－３６３３ 表具販売、美容

佐藤政治書店 早口字上野81-3 ５４－２０３５ 書籍・事務用品・介護用品販売

サラダ館　大館南店 七曲岱35-6 42-6556
カレンダー・記念品・贈答品ギフト全般の小
売

㈲サンオーディオ 東台5丁目1-51-1 49-3328 家電販売

㈱サンオートＳＳ 字観音堂287-1 42-5330
自動車整備・新車・中古車・自動車保険・板
金・タイヤ

サンドラック　大館東台店 東台2-1-5 44-6200 ﾄﾞﾗｯｸストア

CFC大館店 美園町4-14 44-6520 化粧品・健康食品

㈱JAあきた北ライフサービス 比内町扇田字白砂89-2 55-1412 各事業管理部門

㈱JAあきた北ライフサービス　Aコープ十二所店 十二所字十二所町222-2 52-3334 スーパーマーケット

㈱JAあきた北ライフサービス　LPガスセンター 比内町扇田字小谷地21-4 45-4400 ＬＰガス販売業

㈱JAあきた北ライフサービス　大館セルフ給油所 字大田面272-1 49-1649 ガソリンスタンド

㈱JAあきた北ライフサービス　JA食工房 池内字池内127-1 44-4377 きりたんぽ製造・販売

㈱JAあきた北ライフサービス　仕出しセンター 比内町扇田字白砂89-2 55-1411 仕出し

㈱JAあきた北ライフサービス　食材センター 比内町扇田字白砂89-2 55-0990 食材配達

㈱JAあきた北ライフサービス　田代給油所 岩瀬字上軽石野4 54-2844 ガソリンスタンド

㈱JAあきた北ライフサービス　比内給油所 比内町扇田字小谷地21-4 55-2619 ガソリンスタンド

JA葬祭「虹のホール」 根下戸新町10-15 42-9997 葬祭業
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

重寿司 中町45-2 42-1385 寿し・仕出し

ヘアーサロンシミズ 大館市比内町扇田字下扇田21 0186-55-1211 理容業

シャンブル大館店 片山町3-1-8 44-6700 雑貨販売

ジャンボグリーン 御成町1丁目6-5 49-2828 DIYホームセンター

十字屋きりたんぽ店 常盤木町18-9 42-2230 きりたんぽ製造・販売

㈲シューホクＥ・Ｓ 沼館道上91 45-1551 電気設備・冷暖房設備・ＬＡＮ工事

秋北航空サービス㈱　大館営業所 太田面238 45-0808 旅行業

秋北タクシー㈱ 有浦3丁目4-18 42-5454 タクシー

秋北タクシー㈱ 有浦3-4-18 42-5454 タクシー

秋北電機工業㈱ 沼館道上91 49-2151 自動車電装品販売・取付・修理

秋北バス㈱　いとく大館ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ案内所 御成町3丁目6 45-1955 乗車券販売

秋北バス㈱　大館営業所　 御成町2丁目17-21 42-3538 貸切バス

秋北バス㈱　大館整備工場 有浦3丁目3-69 42-3528 自動車整備

秋北バス㈱　観光課 御成町1丁目11-25 42-3538 貸切バス

㈲上等自動車 比内町達子字相善廻120-3 ５５－０８１５ 自動車整備・販売

ショーメードー薬局 比内町扇田字中扇田28 ５５－００１９ 医薬品販売

食彩味処　大鵬 桂城8-4 42-3195 和食

食楽厨房　む。 字中町45-1 43-4657 飲食業

白樺苑 桂城14 42-0352 中華料理

白川建設㈱ 花岡町字大森山下67 46-1535 総合建設・砕石生産販売

寝具の山十 御成町2丁目15-18 49-0789 寝具販売、綿打ち直し

新花矢タクシー㈱ 常盤木町12-22 49-1919 タクシー

スーパードラックアサヒ大館店 有浦2-1-20 45-1851 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈲菅原管工業 山館字羽立1-1 42-3928 管工事設備業

認知症対応型通所介護事業所 DCサービス結 大館市比内町笹舘字前田野73-6 0186-55-3811 認知症対応型通所介護事業

菅原塗装店 大館市比内町扇田字白砂199-2 0186-55-2738 一般建築塗装（屋根・外壁等塗装工事）

スクラム大館店 大館市字大田面238　　イオンスーパーセンター大館店内 57-8501

㈲寿司なにわ 御成町2丁目19-31 42-0560 高級仕出し・飲食店

須藤時計店 常盤木町16-4 43-9334 時計販売

スナック　レオ 常盤木町4-23 43-4139 スナック

ｓｍｏｏｔｈ 御成町2丁目18-31 42-5905 美容業

生活協同組合コープあきた　北センター 釈迦内字山神社後30-12 45-2080 コープ商品の宅配事業

㈱薬王堂大館比内店 大館市比内町扇田字新長岡44番地 0186-57-8901 ドラッグストア

セブンイレブン大館大田面店 大田面397-3 42-8414 コンビニエンスストア

セブンイレブン大館市役所前店 桂城8-10 49-3711 コンビニエンスストア
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

セルフEステーション　平山石油 岩瀬字羽貫谷地山下98-2 ５４－２５５０ ガソリンスタンド

ソーイングセンター つるや 御成町2丁目5-3 42-0272 手芸洋裁用品販売・ミシン修理販売

㈲染よし 大町98 49-2810 呉服販売

㈱大成工務店 有浦3丁目1-27 42-1977 総合建設業

大電 住吉町1-6 42-5173 家電販売

タイヤプラザＪＳ 岩瀬字上軽石野39-10 ５４－３３９９ タイヤ・ホイール販売修理

大和産業㈱ 根下戸字小館花尻180-1 42-5560
空調機器等販売・取付工事・メンテナンス・
住宅設備機器

タカイ・めがね・補聴器店 大館市比内町扇田字南扇田112 0186-55-0402 時計、眼鏡、補聴器

㈱タカハシ薬局 有浦六丁目2-22 42-0312 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　三の丸店 字長倉121 49-2318 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　清水町店 清水一丁目1-73 44-5556 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　樹海店 字大田面396-1 57-8920 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　常盤木町店 常盤木町2-14 45-1840 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　豊町店 豊町2-17 42-0525 医薬品販売

そふと居酒屋わいわい 大館市比内町扇田字南扇田65-4 0186-55-1311 居酒屋

㈱タクト 御成町2丁目17-10 42-0822 ビルメンテナンス業

武内金物店 常盤木町2-42 42-2723 家庭刃物・雑貨

武田産業㈱　本社 比内町扇田字押切49-16 ５５－１１３７ 住宅・建築資材販売、リフォーム・修繕工事

タケダスポーツ　大館店 水門町5-1 42-9365 スポーツ用品販売

田中ガラス店 御成町2丁目5-5 42-0469
ガラス・アルミサッシ販売、修理・氷・ドライア
イス販売

㈲田中自動車整備工場 根下戸新町9-30 42-0662 自動車整備業

㈱田中善治商店 常盤木町11-29 42-1068 酒類・米・タバコ販売

たはた 大館市比内町扇田字南扇田38-3 0186-55-0158 家電小売

タベルナオリーヴ 有浦3-4-15 43-5353 イタリアンレストラン

田村精肉店 字一心院南1-14 42-1604 精肉販売

㈲田村自動車整備工場 大館市岩瀬字上軽石野5-1 0186-54-2354 自動車販売・整備・修理

㈱知的オオタホーム 片山町1丁目5-1 43-0761 住宅新築・リホーム工事

㈱チヨダ　シュープラザ大館店 大田面41-1 44-4855 靴販売

㈱筒井商店 東台7丁目1-35 43-0322 酒・タバコ小売業

㈱ﾂﾙﾊ　ｶﾞﾙﾄﾞﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館店 片山町3-1-1 44-5116 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ﾂﾙﾊ　ﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館北店 釈迦内字稲荷山下257 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ﾂﾙﾊ　ﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館清水店 清水5-1-5 44-4065 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ﾂﾙﾊ　ﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館店 片山町3-1-1 44-5116 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ﾂﾙﾊ　ﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館東店 字大田面31 45-0268 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ﾂﾙﾊ　ﾄﾞﾗｯｸﾞ　大館南店 餌釣字前田1 49-8900 ﾄﾞﾗｯｸストア
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

DCMサンワ㈱大館店 餌釣字前田1 49-3030 ホームセンター

DCMホーマック㈱大館樹海店 大田面12 44-6301 ホームセンター

DCMホーマック㈱大館西店 根下戸新町214-1 42-3456 ホームセンター

デイリーヤマザキ大館東台店 大館市東台4丁目２－３１ 42-6300 コンビニエンスストア

電器のいとう 二井田字中台15-77 49-4972 家電販売

東光コンピュータ・サービス㈱ 御成町4丁目8-74 49-2944
情報サービス業（コンピュータ機器販売・シス
テム開発）

東光鉄工㈱　 釈迦内字街道上13-8 48-5118 産業機器・土木建設資材の販売

東北環境消毒㈲ 有浦4丁目5-30 49-3951 蜂駆除・シロアリ駆除・害虫駆除等

㈲戸枝自動車工業所 片山町3丁目5-27 42-2419 自動車整備業（車検・点検・一般整備他）

ドコモショップ 大館南店 餌釣字前田232-1 44-6812 携帯電話販売

斗南堂 比内町扇田字下扇田23 ５５－０１６４ 時計・メガネ・補聴器販売修理

殿村酒店 比内町扇田字白砂142 ５５－００１７ 酒等飲物類・雑貨販売

殿村薬局 大町88 42-3333 医薬品、雑貨等

トマト＆オニオン大館店 清水5-1-76 45-0141 ファミリーレストラン

トラットリア　ダリーズ 馬喰町16 050-3734-8739 飲食業（イタリア料理）

とりでん　大館店 大町91-1 49-4194 居酒屋・焼鳥店

仲吉商店 比内町扇田字中扇田24-2 ５５－０１０１ 鮮魚・食品販売

ナガハマコーヒー　大館店 大田面19 59-7778 コーヒーの製造・小売業

奈良商店 大館市比内町扇田字下扇田45 0186-55-0079 燃料販売

㈲なりた家具 大館82-2 43-2223 家具販売

成田板金工業所 御成町2丁目19-23 42-1273 薪ストーブ設置・板金加工

鳴海塗装 比内町扇田字扇田222山口アパートNO5 090-3365-2995 塗装工事

(資)　西久商店 大町62 42-0249 一般金物・農機具販売

ニトリ大館店 下綱341 43-5011 家具・インテリア

乳井石油　大館南SS 根下戸下袋字家後62-7 43-3292 ガソリンスタンド

乳井石油　カーコンビに倶楽部セルフ乳井店 山館字田尻187-2 44-5755 自動車整備・車販売

乳井石油商会　整備工場 山館字田尻187-2 44-5755 車検整備工場

乳井石油　ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌ大館SS 山館字田尻187 44-5755 ガソリンスタンド

乳井石油　２４セルフ比内SS 中山字兎沢66-1 43-3055 ガソリンスタンド

乳安商事㈱ENEOSニュー比内SS 比内町扇田字伊勢堂岱90-2 ５５－１１２８ ガソリンスタンド

ぬまだてのゆっこ 沼館字藤蕪82 42-9149 一般公衆浴場

㈲煉屋菓子舗 泉町4-3 42-2405 菓子製造販売

のといちミート 大館市長走字陣場215-6 0186-51-2421 食肉販売

㈲野呂自動車整備工場 大館市比内町笹舘字水無106-2 0186-55-2095 自動車販売・整備

バースデイ大館店 大田面40 44-5323 衣類品等の販売
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

㈱芳賀文蔵商店 大館市花岡町字アセ石77 0186-46-1308 ガソリンスタンド

㈾畠山清商店 御成町2丁目18-33 42-1238 米穀・灯油・農業資材

畠山燃料 十二所字水上3-3 52-2674 灯油販売

ハタリキ㈱ 清水4丁目4-62 42-2121 ＬＰガス小売業

ﾊｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞ　片山店 片山町2-25-6 59-7034 ﾄﾞﾗｯｸストア

ﾊｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞ　比内店 比内町扇田字伊勢堂岱183-1 59-4719 ﾄﾞﾗｯｸストア

花岡土建㈱ 中道3丁目1-50 42-5391 総合建設・自動車整備業

㈱花善 御成町1丁目10-2 43-0870 駅弁製造販売

花田新聞店 大館市早口字深沢岱11-20 0186-54-2267 新聞書籍販売

花田商会 大館市早口字深沢岱28-18 0186-54-3002 小型林業機械修理販売

花ドーム㈱ 大田面414-4 49-4187
生花等販売・冠婚葬祭・各婚礼会場の装花
等

㈱原田紙店　大館店 有浦3丁目2-66 43-1212 文具販売

原田塗装 岩瀬字代野100-16 090-2609-8092 塗装業

原田薬店 川口字長里258 49-6411 薬　局

㈲ハリカ大館店 清水1丁目3-32 42-9788 贈答品販売

はるやま大館店 大館市清水2丁目1-65 43-2560 和菓子

(有)日景石油 釈迦内字釈迦内187-3 48-3505 石油スタンド

日景電機センター 有浦4丁目9-34 42-9618 家電販売

日景商店 大館市岩瀬字谷地の平3-86 0186-54-2919 石油ストーブ販売修理

ピザテンフォー秋田大館店 水門町5-11 42-5618 ピザ宅配・お持ち帰り

㈲ビッグマート 早口字堤の沢44-1 ５４－３６３９ 食料品販売

㈱ヒツジヤ 長倉1 49-3678 婦人服販売

ヒツジヤ　伊徳店 御成町3丁目7-58　いとくSC2F 49-1427 婦人服販売

ビデオサウンド 常盤木町13-2 49-4388 オーディオ、家電販売

比内農協美容室 扇田字白砂89-2 55-1517 美容一般着付、化粧品

ひまわり調剤薬局 清水堰合7-6 42-4162 調剤薬局

ひまわり薬局 清水堰合7-6 42-4162 調剤薬局

美容院ささき 御成町2丁目9-5 42-9138 美容業

美容室ウオズミ 字桂城20-21 49-2915
美容（パーマ・カラー・他）貸衣装（婚礼・一
般）着付

ファッションセンターしまむら大館店 清水町5-3-1 45-1262 衣類品販売

ファミリーレストラン　ココス大館店 大館市片山3丁目６－７ 44-5601 飲食店

フクオカ 御成町3丁目7-58　いとくＳＣ3F 49-1394 時計・宝石・メガネ小売業

秋田第一自動車 大館市長坂字坂地家後72-4 0186-54-2500

㈱冨士タクシー 大町12 42-1004 タクシー

二葉呉服店 馬喰町8-1 42-0131 和装品販売

8



店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

ブックスモア大館店 清水5-2-41 44-4577 書籍・文具等の販売

㈲仏壇の斎藤 泉町2-20 42-0897 仏壇・仏具・神具小売業

めがね職人のお店　プリーマ 部垂町38 49-0276 眼鏡販売

㈱古沢総業 三の丸39 42-0288 管工事業

Ｈａｉｒ Salon ABU(ﾍｱｰｻﾛﾝｱﾌﾞ) 川口字洞バミ45-109 49-0614 理容業

ヘアーサロンボニータ 花岡町姥沢34-14 46-1246 美容（パーマ・カラー・他）

ヘアーサロン　Y'S 常盤木町22-13 42-1100 理容業

hair studio Boo-Bee! 片山町3丁目7-5 43-6602 理美容業

Ｈａｉｒ＋Ｄｒｅｓｓ　Ｏｒｎｅ 観音堂553-3 57-8117 美容業

ヘアールーム　ＴＯＷＡ 岩瀬字羽貫谷地中島21-84 ５４－２２１６ 美容

ヘアコンシェルジュ　LebeL 片山町3丁目2-14 42-8506 美容業

宝石の石多紀 御成町3-6-75 42-0445 宝石販売・加工・修理

㈲ホームリファイン三浦 上代野字上代野5-1 48-5811 小規模改装工事

ほかほか弁当　御成町店 御成町3丁目2-1 49-0900 弁当製造販売

北秋くらぶ 幸町15-6 42-2033 料亭

㈲北秋クリーンサービス 餅田2丁目1-81 42-4198 管工事・建築工事

北秋商事㈱ＬＰガス充填所 板子石境96 48-3556 ＬＰガス・灯油・石油関連機器販売

北秋容器㈱ 片山町3丁目1-47 49-1675 木質ペレット製造販売・ペレットストーブ販売

ひない調剤薬局 大館市比内町扇田字山崎60-2 0186-45-4203 医薬品販売

ホテヤ調剤薬局 幸町3-44 43-6400 医薬品販売

ホテヤ薬局　いとく店 御成町3丁目7-58　いとくＳＣ内 49-1179 医薬品販売

ホテヤ薬局　観音堂店 字観音堂431-8 44-6155 医薬品販売

ホテヤ薬局東台店 赤館町9-59 49-9225 医薬品販売

ホテヤ薬局　本店 字大町93番地 42-2425 医薬品販売

ホテルクラウンパレス秋北　 片町7 43-1313 ホテル

堀口商店 比内町中野字中野14-2 ５６－２２７０ 酒・タバコ・食料・雑貨小売

ホルモン・焼肉　幸楽　大館店 大田面116-1 43-3811 ホルモン・焼肉

㈴本多麹屋 大館市比内町独鈷字独鈷73-1 0186-56-2357 麹・麹を使った製品・味噌

前田建築 大館市山田字茂屋古屋布15-2 0186-54-2505 木造建築一式

㈲牧野工業所 片山字中通7-8 43-9215 住宅設備工事（給排水・給湯・衛生設備）

㈲マコト設備工業 片山字中通38-11 49-3525
住宅設備、水廻り、リフォーム、水洗施工工
事業

マックハウス　大館店 清水5-1 43-6520 衣料品販売

不用品の処理の松橋商店 大館市岩瀬字杉子沢１-80 0186-54-2321 不用品処理

マルホンカウボーイ大館店 有浦2-3-60 42-0801 生鮮・一般食品・酒他

マルホンカウボー比内店 比内町扇田字伊勢堂岱117 45-4100 生鮮・一般食品・酒他
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

三浦商店(石油) 大田面407-1 42-9846 灯油販売・石油ストーブ・ボイラー販売・修理

㈱三浦土木興業 岩瀬字向赤川23-1 ５４－２３７０ 一般土木工事

三浦木材㈱ 上代野字上代野5-1 48-5811 建設資材卸売販売業・、建設業

㈾三ケ田製粉所 新町55 42-0420
製粉業（もち粉、きな粉、そば粉、お菓子材
料製造販売）

道の駅ひない「とっと館」 比内町扇田字新大堤下93-11 ５０－７７００ 生鮮食品・お土産品販売

道の駅ひない「れすとらん比内どり」 比内町扇田字新大堤下93-11 ５５－２２００ レストラン

みちのく住建工業㈱ 粕田字村西82-4 46-2679 住宅リフォーム・新築・修繕

みちのく住建工業㈱ 粕田字村西82-4 ４６－２６７９ 建築業、住宅リフォーム

ミネ美容ルーム 御成町3丁目7-58 49-2091 美容業

㈲ミネ美容ルーム 桂城45 42-4065 美容業

Ｍｕｓｅ'ｅ 御成町3丁目7-64　藤嶋ビル104号 90-9025 婦人服小売業

民芸　石黒自然堂 字大町67 42-0867 曲げわっぱ・桜皮細、お土産品

お茶と茶道具の店　村上花月園 幸町13-8 42-0419 お茶、茶器茶道具の販売

㈱明月呉服店 比内町扇田字中扇田20 ５５－００４４ 衣料品販売

メガネサロン　ｳｲﾝｸﾞ 部垂町7 49-4146 眼鏡店

メガネのアイリス 御成町2丁目19-19 49-2796 メガネ・補聴器・貴金属販売

メガネの石田 字長倉83 42-0444 眼鏡、光学品販売

メガネの千修 御成町3丁目5-56 43-2209 メガネ販売

メガネの千修 大館47 49-3461 メガネ販売

メガネのタカヤ　イオンスーパーセンター大館店 大田面238 43-4442 メガネ・補聴器販売

もなみ薬局 常盤木町21-11 57-8693 調剤薬局

森永乳業　山内販売店 常盤木町13-16 42-1064 乳製品・米穀類販売

やきとんと美食空間　なごみ 大町50 TKマンション1F 43-0500 飲食業（居酒屋・串焼き）

焼肉の五角亭 豊町9-59 42-1179 焼肉店

㈱薬王堂　大館店 観音堂420 42-3388 ﾄﾞﾗｯｸストア

㈱ヤナギヤ 大館市比内町独鈷字川久保31-1 0186-56-3139 建築工事

山岡精肉店 桂城46 42-0508 精肉店

山崎木工所 大館市岩瀬字伊勢堂岱下34-4 0186-54-3864 木製建具製造

山城スポーツ 字大町28-3 42-0065 スポーツ用品販売

山田桂月堂 大館市御成町1丁目10-14 42-0236 和菓子

㈱ヤマダ電機テックランド大館店 下綱327-1 44-6400 家電販売

サン・フォト 大館市比内町扇田字下川端65 0186-55-0419 写真業

㈲山田政一商店 中道1丁目4-1 42-4751 ＬＰガス販売業

山橋家具 比内町扇田字南扇田110 ５５－０２３６ 家具販売

山平商会 御成町2-5-2 42-1085
燃料販売（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ及び灯油他関連機器
の販売）
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店舗名 所　在　地 電話番号 取扱い品目

やまや大館樹海ライン店 大田面373-1 59-6110 酒類販売

やまや大館店 根下戸新町18-84 49-7676 酒類。食料品。輸入商品の販売

ひない温泉比内のゆ 大館市比内町扇田字上中島13-1 0186-45-4588 日帰り温泉施設

㈲羽賀興業 比内町新館字屋布75 ５５－３１０１ 土木工事

㈲ハセベホーム 比内町八木橋字中岱18-1 ５５－３８２０ 建築

㈲花時計 餌釣字大杉75 43-0767 回転寿司

ユニフォームスタジオ　ららぽーと 字桂城15 49-3760 中高学生制服販売、洋服直し

陽気な母さんの店 曲田字家ノ後97-1 52-3800 野菜等受注販売

㈲ヨーク 大町1 42-4160 婦人服小売業

ヨコキチ 大町68 59-4657 婦人衣料

吉田電機 観音堂733-4 43-0710 電器機具販売

㈲吉田興業 比内町新館字新館142 55-2024 土木工事

こころもからだも　ほぐほぐうさぎ 大館市早口字上野122-29 090-9028-6855 もみほぐし

㈱よつやドライクリーニング商会　有浦店 有浦2丁目3-45 42-4015 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　イオン店 大田面238 57-8823 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく大館東店 東台２丁目1-9 43-1812 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく片山店 片山２丁目4-1 42-2244 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　いとくSC店 御成町3丁目7-58 42-0085 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく比内店 比内町扇田字中扇田41 55-1345 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　清水町店 中道3丁目1-38 49-0011 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　釈迦内本店　 釈迦内字稲荷山下185 48-2543 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　天下町店 下代野字天下道下1-85 48-4595 クリーニング業

㈱よつやドライクリーニング商会　釈迦内日景店 釈迦内字釈迦内167 48-3257 クリーニング業

㈱米澤屋呉服店 比内町扇田字下扇田62 ５５－０１０５ 衣料品販売

ラーメンとん太 大館店 餌釣字大杉122-1 42-0700 ラーメン店

ライファ大館 御成町3丁目3-7-17 49-1911 新築・リフォーム・修理（建設業）

ラグノオ　いとく大館ショッピングセンター 御成町3-7-58 49-1330 菓子販売

ラグノオ　いとく大館東店 東台2-1-19 49-6311 菓子販売

ラグノオ　いとく片山店 片山町2-4-1 42-7300 菓子販売

理容・美容　さとう 花岡町字堂屋敷91-10 ４６－１１８１ 理容・美容

理容金忠 比内町扇田字中扇田35-3 ５５－１０５８ 理容

理容室　すとう 常盤木町16-4 43-6334 理容業

ルネッサンスガーデン　プラザ杉の子 有浦1丁目7-55 49-3288 宴会場

レストラン　ドルフィン 池内字大出8-1 42-8018 レストラン

ローソン大館一心院店 字一心院南43-2 43-5599 コンビニエンスストア
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わ.弁当 有浦1-6-24 お弁当

㈱ワールドプラン社 根下戸新町5-125 42-6719 写真業

ミスタータイヤマン大館店 大館市片山町3丁目7-7 0186-43-3713 カー用品販売

ＷＡＳＡＢＩ 馬喰町11 49-1837 居酒屋

渡正釣具店 馬喰町39 42-0756 釣具

とわにーホールひない 大館市比内町扇田字南扇田107 0186-55-0187 葬祭業

㈲渡辺一郎商店　白沢給油所 白沢字白沢491 ４６－１８２２ ガソリンスタンド

ワタナベ建鉄 比内町味噌内字宿内中岱42 ５６－３０７７ 鉄工業
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